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平成２３年８月１日発行 

 「ハイテクプラザ・ニュースフラッシュ」は福島県ハイテクプラザ 

が県内企業の皆様へ当所および関係機関が実施する各種事業等につい 

て、ご案内するメールマガジンです。 
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【１】放射線測定の予約受付について（重要）＜New＞ 



 ハイテクプラザでは、放射線測定を行う測定室及び、測定機の点検 

・整備等のため、下記の期間中の測定業務は休止します。 

 なお、休止期間中においても、放射線測定の相談や、下記期間以外 

の測定予約の受付は平常どおり行います。 

 

             記 

 

 測定休止期間 ８月１５日（月）から８月１９日（金）まで 

 

※測定業務の休止は、郡山及びいわき技術支援センターの両方です。 

 

○お問い合わせ先 

  ハイテクプラザ産学連携科 

   電 話：０２４－９５９－１７４１ 

   ＦＡＸ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【２】平成２３年度「あつまれっ！ハイテクプラザ」中止のお知らせ 

   ＜New＞ 

 

 例年実施してまいりました、小中学生向け科学実験教室「あつまれ 

っ！ハイテクプラザ」については東日本大震災の影響により、本年度 

の実施は『中止』となりましたことをお知らせいたします。  

 楽しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ありませんが、な 

にとぞご了承ください。 

 来年度以降の予定に関しましては、決定次第ホームページなどでお 

知らせいたします。 

 

○お問い合わせ先 

  ハイテクプラザ産学連携科 

   電 話：０２４－９５９－１７４１ 

   ＦＡＸ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



【３】ものづくり復興支援事業のご案内 

 

 福島県ハイテクプラザでは、東日本大震災及び原子力発電所事故に 

より深刻な被害を受けている県内企業等の早期復興を図るため、製造 

現場の技術課題解決に向け、様々な支援事業を用意しております。 

 今回の大規模災害により生産活動に被害（地震・津波・原子力発電 

事故・取引先企業の被災など）を受けた県内企業等の皆様におかれま 

しては、原則“無料”で、次の事業を利用できますので、是非、ご活 

用ください。 

 

（１）ものづくり技術開発事業 

 企業の皆様が直面している技術的課題について、代わりにハイテク 

プラザが短期間で解決し、その成果を速やかに移転することで、製品 

開発を支援するものです。技術開発に関する費用は、すべてハイテク 

プラザが負担し、企業の皆様の負担はありません。 

 

○申込方法 ＨＰ掲載（予定）の申込書、または、ハイテクプラザに 

 て配布している申込書にて、下記申し込み先までお申し込み下さい。 

 

○提案課題の採択条件 

・東日本大震災による直接被害や原発事故に伴う直接・間接の被害を 

 受けていること。 

・主たる事業所、工場などが福島県内にあること。 

・企業の直面している課題が、自社のみでは解決困難と認められるこ 

 と。 

・提案課題が、ハイテクプラザの技術や機器で取り組みが可能で、か 

 つ、年度内で終了すること。 

・技術開発終了後、企業において直ちに研究成果を技術移転できる体 

 制が整っていること。 

 

○その他 

・本事業により知的財産権が得られた場合、権利は福島県に帰属しま 

 す。 

・広く成果を普及させるため、技術開発成果は原則公表させていただ 

 きます。 

 



（２）ものづくり現場支援事業 

 工場復旧や新たな対策等に伴い、技術者の育成が必要となる企業等 

の皆様に対し、ハイテクプラザ職員を一定の期間、派遣するものです。 

職員の派遣に関する費用は、すべてハイテクプラザが負担し、企業の 

皆様の負担はありません。 

 

○申込方法 ＨＰ掲載（予定）の申込書、または、ハイテクプラザに 

 て配布している申込書にて、下記申し込み先までお申し込み下さい。 

 

○派遣申請の承認条件 

・東日本大震災による直接被害や原発事故に伴う直接・間接の被害を 

 受けていること。 

・対象が県内に事業所を有する法人又は県内在住の個人のかた。 

・企業の直面している課題が、自社のみでは解決困難と認められるこ 

 と。 

・提案課題が、ハイテクプラザの技術や機器で取り組みが可能で、か 

 つ、年度内で終了すること。 

・対象となる業務は、工場復旧、試験、分析、検査、評価等に関する 

 従業者の育成支援に限ります。 

 

○その他 

・支援を進める上で、職員単独での対応が困難な高度かつ専門的な内 

 容となる場合は、支援アドバイザー（学識経験者等）を招聘して事 

 業を実施することがあります。 

・派遣日数は５日以内です。 

 

（３）技術相談 

 製造工程で発生する不良対策や製品開発のための技術改良など、企 

業の皆様が抱える様々な課題解決に向けて、技術相談を無料で実施し 

ます。 

 

 事業の詳細や、申し込み手続き方法等は、下記までお問い合わせく 

ださい。 

 

○申し込み、お問い合わせ先 

  ハイテクプラザ産学連携科 



   電 話：０２４－９５９－１７４１ 

   ＦＡＸ：０２４－９５９－１７６１ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【４】ハイテクプラザ施設・設備使用料の免除について 

 

 県内に住所、事務所又は事業所を有する方で、今回の大規模災害に 

より生産活動に被害を受けた方は、下記のとおりハイテクプラザの施 

設・設備使用料を免除いたします。 

 

（１）対象者 

  1.地震、津波による被災企業 

  2.東京電力福島第一原子力発電所から３０ｋｍの範囲内、計画的 

   避難区域または緊急時避難準備区域の企業 

  3.原子力発電所事故に起因する影響により、新たな対策を講じる 

   必要がある企業 

  4.取引先企業の被災により、生産拠点や取引先の変更で検査項目 

   が増加するなど、企業活動に支障が生じている企業 

 

（２）免除の内容 

  1.対象 

   ハイテクプラザで開放しているすべての施設・設備にかかる使 

   用料を対象とします。（公財）福島県産業振興センター技術支 

   援部施設も含みます。ただし、設備の故障等により対応できな 

   いものは除きます。また、依頼試験にかかる手数料は通常通り 

   有料となります。 

  2.免除の割合 

   １０／１０（全額免除）とします。 

  3.期間 

   平成２３年９月３０日（金）までに施設・設備使用を完了した 

   もの。状況に応じて延長することがあります。 

  4.手続き 

   施設使用承認申請書、または設備使用承認申請書に併せて、使 

   用料（手数料）免除申請書に必要事項を記載して提出して下さ 

   い。各申請書は、下記ホームページからダウンロードしてご利 



   用ください。 

 

   http://www.fukushima-iri.jp/publicity/application/ 

 

   詳細は、下記各担当科までお問い合わせください。 

 

○担当科 

  ハイテクプラザ（郡山） 

   工業材料科  024-959-1737（材料試験等） 

   生産・加工科 024-959-1738（精密測定、電気電子計測、 

                 無響室等）  

  ハイテクプラザ福島技術支援センター 

   繊維・材料科 024-593-1122（材料試験、繊維関係） 

  ハイテクプラザ会津若松技術支援センター 

   醸造・食品科 0242-39-2976、2977（食品関係） 

   産業工芸科  0242-39-2978（材料、工芸関係） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【５】ハイテクプラザ夏の節電大作戦の実施について 

 

 ハイテクプラザにおいては、東日本大震災に伴う今夏の電力不足に 

対応するため、例年以上に節電に努めております。 

 

○取組期間 平成２３年７月１日（金）～９月３０日（金） 

 

○節電対策事例 

 ・照明・空調設備の使用条件・時間の制限 

 ・職員のクールビズの徹底 

 ・エレベーターの運転制限等 

 

 当所をご利用の皆様にはご迷惑をおかけする場合がありますが、御 

理解と御協力をお願いいたします。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 



【６】「展示会等出展支援事業補助金募集」のお知らせ＜New＞ 

 

 「展示会等出展支援事業補助金」は、東日本大震災により被災また 

は影響を受けた県内中小企業者の皆様の受注回復や取引拡大の取組み 

を支援するため、展示会等に出展するための経費の一部を補助する制 

度です。 

 このたび、平成２３年度の募集を開始しましたので、是非多くの皆 

様にご活用いただけますようご案内いたします。 

 詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

 

○ホームページ 

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/contents?CONTENTS_ID=24794 

 ※福島県ホームページ左上の｢サイト内検索｣に｢出展補助金｣と入力 

しても、ご覧いただけます。 

 

○募集期間 平成２３年８月２６日(金)まで 

 

○お問い合わせ先 

  福島県商工労働部産業創出課 

   電 話：０２４－５２１－７２８２ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【７】「公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・ 

   コム）研修」のお知らせ＜New＞ 

 

 公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部（テクノ・コム） 

とハイテクプラザでは、県内企業の皆様を対象とした研修を実施して 

おります。皆様のお申し込みをお待ちしております。 

 

【オシロスコープ入門】 

電気信号の観測にオシロスコープは欠かせない計測器です。しかし、 

実際の測定場面において、「見たい波形を的確に捉え、正しく測定を 

行う」ことは、意外に難しいものです。そこで本セミナーでは、オシ 

ロスコープを実際に操作しながら、測定原理や基本的な操作方法を習 

得し、オシロスコープを用いた正しい測定が行えるようになることを 



目指します。（２名で１台のオシロスコープを操作します。） 

 

＊主な内容 

  オシロスコープとは 

  オシロスコープの基本的な使い方（垂直軸、水平軸、トリガ） 

  アナログ性能（周波数帯域と立ち上がり時間） 

  デジタル性能（サンプリングレート,メモリ長,デッド・タイム） 

  カーソル測定と自動測定 

  プローブの種類と使い方 

  オシロスコープ選定のポイント 

  

○日 時 平成２３年８月２５日（木）午後１時から午後５時 

○場 所 福島県ハイテクプラザ １階 研修室 

○受講料 ２，０００円（消費税含む） 

○講 師 アジレント・テクノロジー株式会社 

○定 員 １６名（申込み多数の場合は、１社当たり２名以内に 

     お願いします。） 

○締 切 ８月５日（金）※定員になり次第締め切ります。 

○申込方法 

  ホームページ掲載の受講申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ 

  または E-mail でお送りください。 

○ホームページ 

  http://fukushima-techno.com/training/2011/05/post-38.php 

 

 

【プレゼンテーション養成講座】 

PowerPoint はプレゼンテーションの代名詞となっています。しかし、 

発表資料を作っただけで満足していないでしょうか。大事なことは発 

表のスキルです。気持ちのこもったプレゼン、熱意を伝える発表とな 

るよう、自分では気がつかない発表時の口癖、姿勢なども確認してみ 

ませんか。本講座では会社や製品などのプレゼンテーションを実際に 

行い、資料作成のポイントや発表技術を身につけて頂きます。 

  

○日 時 平成２３年８月２５日（木）、２６日（金） 

     １０：００～１６：３０（２日間） 

○場 所 エヌケー・テック(株) 



     （郡山市鶴見坦１－１４－５ 内藤ビル４Ｆ） 

     ※駐車場は数に限りがありますので、できるだけ乗合で 

      お願いいたします。 

○内 容    

 ２５日（木）午前 目的の明確化とポイント解説 

          スライド制作の操作テクニック  

 ２５日（木）午後 プレゼンテーション作成実習  

 ２６日（金）午前 プレゼンテーション作成実習・発表  

 ２６日（金）午後 質疑応答とアドバイス  

 

○受講料 １５，０００円（消費税含む） 

○講 師 エヌケー・テック（株）企画グループ 木滑征季氏 

○定 員 １２名 

○受講要件 

 PowerPoint を使用したことがあり基本操作ができる方。 

 ※プレゼン資料を実際に作成・発表し、動画撮影、受講生間でコメ 

 ント発表を行います。売り込みたい自社製品・サービスを検討して 

 ください。自社資料、会社ロゴデータ等をご持参いただくと、より 

 研修効果が期待できます。お持ちでない場合は、こちらでサンプル 

 データを準備いたします。 

○締 切 ８月１２日（金） 

○申込方法 

  ホームページ掲載の受講申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ 

  または E-mail でお送りください。 

○ホームページ 

  http://fukushima-techno.com/training/2011/05/2.php 

 

 

【環境セミナー】＜New＞ 

 「工業製品の放射能汚染に対する海外からの反応及びその対策」 

 東日本大震災による福島第一原発の事故を契機として、日本からの 

輸出についてさまざまな国で規制が広がりつつあります。特に工業製 

品については各国において明確なガイドラインがないまま、輸出の現 

場で情報不足が生じています。テクノコムでは、４月末から７月にか 

けて放射線・放射能の基礎知識や測定方法について研修を開催しまし 

た。今回の環境セミナーでは、測定したデータを品質管理体制にどの 



ように活かしていくのかというテーマで、工業製品の海外規制・基準 

や海外企業や消費者における懸念とその対策について解説します。講 

師はドイツでの放射能の計測・防護に関する長年の経験を持つ、テュ 

フラインランドジャパン(株)からお招きします。 

 

○日 時 平成２３年９月７日（水）１３：３０～１６：００  

○場 所 福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12） 研修室 

○内 容 

  ◆工業製品に対する放射能汚染リスクの考え方と防護方法 

  ◆海外における工業製品の放射能汚染に関する規制または基準 

  ◆海外の企業や消費者の懸念とその対策 

○受講料 ２，０００円（消費税含む） 

○講 師 テュフ ラインランド ジャパン(株) 産業サービス部 

     放射性物質含有検査室長 桑原 宏之 氏 

○定 員 １００名 

○締 切 平成２３年８月３１日（水）  

○申込方法 

  ホームページ掲載の受講申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ 

  または E-mail でお送りください。 

○ホームページ 

  http://fukushima-techno.com/training/2011/05/post-52.php 

 

 

【計測技術研修『測定工具の定期検査』】＜New＞ 

 この講座は、各種測定工具の取扱いに関する知識と技能をお持ちの 

方を対象にしております。マイクロメータ、ノギス、ハイトゲージな 

どの定期検査を行うための知識と技能を会得していただくための講座 

です。この講座においては、（１）測定器の管理と長さのトレーサビ 

リテイ、（２）測定工具の検査に関する基礎知識、（３）ＪＩＳに基 

づく測定工具の性能検査法とその許容値、（４）測定工具の検査に用 

いる各種基準機器の取扱い法、（５）各測定工具の検査実習などを学 

んでいただきます。 

  

○日 時 平成２３年９月１５日（木）～１６日（金） 

     ９時３０分から１６時 

○場 所 福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）研修室 



○定 員 ２３名（定員になり次第受付を締め切らせていただきます） 

○講 師 （株）ミツトヨ ミツトヨ計測学院   

○受講料 ２３，０００円（消費税を含む） 

○締 切 平成２３年８月３１日（水） 

○申込方法 

  ホームページ掲載の受講申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ 

  または E-mail でお送りください。 

○ホームページ 

  http://fukushima-techno.com/training/2011/05/post-40.php 

○注意事項 

  外為令別表１から１５または１６項に掲げる技術に該当します。 

  日本国外へ居住されている方は経済産業大臣の許可が必要です。 

 

 

【電子計測の基礎】＜New＞ 

 本セミナーでは、電気・電子技術者にとって必要な基本電子計測器 

の用途、使用法について、実習を交えて学習して頂きます。基礎的な 

研修となりますので、経験の浅い方、または基礎を確認したいと思わ 

れる方の参加をお待ちしております。 

  

○日 時 平成２３年９月１３日（火）午前１０時から午後４時 

○場 所 福島県ハイテクプラザ（郡山市待池台 1-12）研修室 

○内 容 

 （１）デジタル・マルチメータの使い方と仕様 

 （２）信号発生器の使い方と仕様 

 （３）周波数カウンタの使い方と仕様 

 （４）オシロスコープの使い方と仕様 

 （５）スペクトラムアナライザの使い方と仕様 

 （６）パワーアナライザの使い方と仕様 

 （７）生産ラインにおける測定器の取扱、トラブルの解決方法 

○受講料 ２，０００円（消費税含む） 

○講 師 岩通計測株式会社様 

○定 員 １２名   

○締 切 平成２３年８月３１日（水） 

     ※定員になり次第締め切ります。 

○申込方法 



  ホームページ掲載の受講申込書に必要事項を御記入の上、ＦＡＸ 

  または E-mail でお送りください。 

○ホームページ 

  http://fukushima-techno.com/training/2011/04/post.php 

 

 

○申込・お問合せ先 

  （公財）福島県産業振興センター技術支援部（担当：竹内） 

  〒963-0215 郡山市待池台１－１２（福島県ハイテクプラザ内） 

  電話 024-959-1929 FAX  024-959-1889 

  E-mail f-tech@f-open.or.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

【８】ふくしま知的財産支援センター［知財総合支援窓口］からの 

   ご案内 

 

○知財総合支援窓口 

 ふくしま知的財産支援センターでは、東北経済産業局特許室より特 

 許等取得活用支援事業の委託を受け、知財総合支援窓口を開設しま 

 した。 

 知財総合支援窓口には、窓口担当者（知財アドバイザー）が常駐し 

 て、中小企業等が抱える課題の解決に向けて、相談・支援を無料に 

 て行っております。 

  

 ・窓口担当者が課題を把握し、最適な解決策を提案します。 

 ・専門性の高い課題は、知財専門家と共同で解決支援したします。 

 ・知財以外の支援が適切な場合は、他の支援機関をご紹介します。 

 

 経営課題の解決に知的財産が活用できるかもしれません。 

 

 まずは、知財総合支援窓口へご相談ください。 

 秘密厳守で対応いたします。 

 

 電話（窓口直通）０２４－９６３－０２４２ 

   （ナビダイヤル）０５７０－８２１００ 



 

○知財専門家巡回相談会 

 弁理士による、知的財産権に関する無料の相談会を開催します。 

 ・主催 福島県 

 ・日程および場所 

     ８月の予定は、下記のとおりです。 

      ８月２３日（火）９：００～１２：００ 

      ハイテクプラザ福島技術支援センター 

 ・予約制ですので、事前に下記へご連絡をお願いします。 

      

○お問い合わせ先 

  ふくしま知的財産支援センター／一般社団法人福島県発明協会 

   電話：０２４－９５９－３３５１ 

   （ URL：http://www.fukushima-i.org/ ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【あとがき】 

 毎年ハイテクプラザの入り口には燕が営巣し、雛が飛び立ってゆき 

ますが、今年は残念ながら雛が孵らなかったようです。来年に期待し 

たいところです。皆様のところはどうですか？。 

 

=================================================== 

「バックナンバーのお知らせ」 

ハイテクプラザ・ニュースフラッシュのバックナンバーにつきまして 

は、下記のホームページにございますので、ご利用ください。 

  ＨＰ：http://www.fukushima-iri.jp/publicity/backnumber/ 

=================================================== 
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  度）に渡り、配信が行えない場合、断り無く登録を削除させてい 

  ただくことがあります。メールアドレスを変更される場合は、忘 

  れずにご連絡をお願いいたします。 

 ○ハイテクプラザ・ニュースフラッシュの記事については、私的利 
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